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４大奉仕方針
メニュー
・天麩羅膳・
・アナゴ・エビ・ヤサイ

・天汁・大根おろし・卸し生姜

・茶碗蒸し

・ご飯・味噌汁・香の物

・コーヒー

出席報告
第3335回例会
７月６日
会
員
71名
出
席
42名
出 席 率 59.15％

第3333回例会
６月22日
会
員
81名
修正出席
53名
修正出席率 66.25％

ＲＩテーマ

会長

バリー . ラシン

“ インスピレーションになろう”
７月20日（金） 第3337回例会プログラム
ゲストスピーチ

一般社団法人旭川観光コンベンション協会
旭川地域フィルムコミッション担当総務・事業担当 主任

森崎真美恵 様

これからの予定
７月27日（金） ゲストスピーチ

旭川市総務部 次長

８月３日（金） 会員増強委員長

小滝達也 会員

田村

司 様

８月10日（金） 休会
◇

７月６日（金） 第3335回例会の記録
点

●会

鐘

会長

12:30

◇

◇

開 会 宣 言 尾田利雄 会場監督
国 歌 斉 唱 君 が 代
ロータリーソング斉唱 奉仕の理想

● 編 集 ＩＴ・会報委員会
● 委員長 宗万脩史
● 担 当 宗万脩史
長 鎌田嘉範
● 例会日 毎週金曜日 12:30 〜13:30
● 事務局 前野房子
● 例会場 星野リゾート ＯＭＯ７ 旭川
〒 070‑0036 旭川市６条通９丁目 TEL (0166) 29‑2777 FAX 24‑2114
● 事務局 道北経済センタービル 2F
〒 070‑0043 旭川市常盤通１丁目 TEL (0166) 25‑1551 FAX 23‑3398
● ホームページ http://www.asahigawarc.org/
● Facebook facebook.com/asahigawaRC/

会長挨拶：鎌田嘉範
皆様、こんにちは。2018−19年度、第１回
目となります例会にあたりまして、ひと言ご
挨拶を申し上げます。
今年の北海道はエゾ梅雨の様相で、連日雨
が続いておりましたが、本日、ようやく少し
晴れ間が覗き、ホッとしているところでござ

林前年度会長と若井前年度幹事に記念品が贈られました

います。
さて、いよいよ、84年という歴史と伝統の

育

ある旭川ロータリークラブの会長に就任する

英

財

団

ことになり、身に余る光栄に大変緊張してお

鎌田嘉範会長と吉田裕会員より寄付をいただ

ります。昨年、次年度会長に指名されてから

きました。

準備を重ねてまいりましたが、心配や不安な

鎌田嘉範 君

どで、正直、少し弱気になった時期もありま

皆様方のおかげで、スタート台に立つこ

した。しかし、そこは、実力者揃いの理事・

とができました。本当にありがとうござい

役員の皆様や、各委員長さんに支えられて、

ました。本日より１年間がんばります。

本日スタート台に立つことができました。本
当にありがとうございました。

ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス

本日より１年間、クラブ運営に最善の努力

鎌田嘉範 君

をもって務めてまいりますので、どうか、会

忘れていた妻の誕生日、届けられたお花

員皆様の変わらぬご理解と温かいご支援を賜

に助けられました。

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本田秀明 君

また、前年度の林会長、若井幹事はじめ理
事役員の皆様、本当にお疲れ様でございまし

１年間、微力ながら副会長、クラブ奉仕

た。あらためて、会員一同を代表いたしまし

委員長、頑張りますので宜しくお願い致し

て敬意を表しますとともに、心よりお礼申し

ます。

上げます。後ほど感謝の記念品を授与させて

須藤良太 君
新年度となりました。皆様、よろしくお

いただきます。

願い致します。

話は変わりますが、当クラブ山本倫生会員

新田

と石田慶嗣会員が、相次いで北海道新聞に写

守 君
次年度会長を仰せつかりました。よろし

真付きで大きく取り上げられておりました。

くお願い致します。

クラブの仲間が掲載されておりますと、本当

菅原康晴 君

にうれしく思います。また、新聞には掲載さ

情報委員長として、１年間宜しくお願い

れておりませんが、私自身も、先日開催され

します。気合いを入れ頑張ります。

ました当社株主総会並びに取締役会におきま

上用孝満 君

して、代表権のある会長に昇格させていただ

職業奉仕委員長を拝命しました。今年度

き、公私とも会長となり、大変光栄に思って

１年ご協力のほど、よろしくお願い致します。

いるところでございます。

浅井

さて、今年度の会長方針とクラブ奉仕方針

傑 君
親睦活動委員長として１年間精一杯頑張

につきましては、後ほど発表させていただき

りますので、皆様宜しくお願い致します。

ます。それではお食事にいたします。

山本倫生 君
新聞に出てしまいましたので。写真付きで。
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メ

ー

ク

ア

ッ

事がスタートいたしました。

プ

本年度のバリー・ラシン国際ロータリー会

６月29日（金）〜７月６日（金）迄 敬称略

長は、2018〜19年度のテーマとして「インス
ピレーションになろう」
（BE THE INSPIRATION）を

〔７月４日（水）旭川北へ〕
島 典賢・坂谷英司・河村賢士・青山貴志

掲げられました。「ロータリアンの魂、すなわ

小林 亨

ち、より良い世界への切望、そして、より良
い世界をつくることは可能だという、心の奥

〔７月５日（木）旭川東へ〕

深くにある真の自覚を呼び起こすインスピレ

島 典賢・生駒雅彦・小林 亨・原田一道

プ

ロ

グ

ラ

ーションを、クラブや他のロータリアンに与

ム

えて下さい」とし、そして、「自分より長く、

会長、クラブ奉仕方針発表

後世にも生き続けるものを生み出すために、行
動を起こす意欲を引き出していただきたいの

2018〜2019年度会長方針

です」と述べられました。また、そのロータ
鎌田嘉範 会長

リーのビジョンを実現するために、マザーテ
レサの言葉を借りて「世界を変えたいなら、家
に帰って家族を愛しなさい。先ずは自分を変
えることから始め、そこから外に向けて努力
をしなさい」と。これは、ロータリーという
組織を支える際に、私たち全員が心に刻むべ
きであるとも言われました。
この方針を受けまして、ＲＩ第2500地区細
川吉博ガバナーは、「私達は『世界を変える行
動人』として活動することにより、自分自身

今年度１年間、お世話になります鎌田でご

のみならず、多くの他の人に大きな贈りもの

ざいます。

を送ります。そして、未来へつながるインス

平成21年７月、この歴史と伝統のある旭川

ピレーションを絶えず与えることにより、地

ロータリークラブに入会を許されてから、今年

域社会や世界中の人々に貢献して平和を推進

で10年目を迎えます。ロータリーの経験も知

していきます」と、以下の地区活動目標を掲

識も不足している私が、会長の任務を全うでき

げられました。

るのか、今、少々、不安と緊張の中、ここに立

地区活動目標

っております。本田副会長・須藤幹事をはじめ、

１．会員増強と退会防止

理事役員の皆様のお力をお借りして、旭川ロ

２．公共イメージと認知度の向上について、
「世

ータリークラブの名に恥じる事のないようク

界を変える行動人」としてポジティブにロ

ラブ運営を務めさせていただきますので、ど

ータリーを伝える

うぞよろしくお願い申し上げます。

３．ポリオプラス及びロータリー財団への協

昨年の９月に次年度会長に指名されてから、

力について、ポリオの地球上からの根絶を

何分にも時間のない中で理事並びに役員を決

目指し、世界で良いことをする財団を理解

めていかなければなりませんでしたので、皆様

し協力する

方にかなり無理なお願いを申し上げましたが、

４．ロータリー賞を各クラブが目指す

快くお引き受けいただき、あらためて、会員

５．地区内での新クラブの設立を奨励する

皆様の懐の深さに感謝申し上げる次第でござ

６．米山記念奨学会への協力

います。

７．各種会合への積極的参加の奨励について、

そして４月下旬に入り、帯広市に於いてＰ

特に、オンツーハンブルグをすすめる

ＥＴＳ並びに地区協議会が開催され、公式行

８．地区事務所のあり方についての研究
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以上８点を重点項目として、先ずは自分自身

つも新鮮味を感じている新入会員の卓話など

や身の回りのひとを変える行動によって、一人

を織り交ぜてまいります。また、夜間例会で

一人の力は小さくても、多くの人たちが手を取

はカラオケなどの企画の他、移動例会なども

り合うことで素晴らしいことを起こすことが

考えております。どうか、プログラム委員会

可能であるとして、地区活動方針を「行動す

に卓話をお願いされましたら、すかさず「か

るロータリー、つながるロータリー、〜ロー

しこまりました」と言ってください。

タリーの未来を考えよう」といたしております。
旭川ロータリークラブは、ＲＩ会長、地区

３点目は、旭川ロータリークラブが、最古・
最大・最強である所以でもあります、老・壮・

ガバナーの方針を十分理解し尊重しながら、

青のバランスを維持し、次世代のクラブ活動

「歴史と伝統を原点に、未来へつながる活動に

を計るために会員増強に努め、クラブの活性

取り組む」をテーマに、活動方針としましては、

化を図ってまいりたいと考えております。皆

１点目に、クラブ、職業、社会、国際の各

様方の人脈も、是非ともお借りさせていただ

奉仕活動の充実と実践を計る。

きたいと存じます。

クラブ奉仕では、本田副会長のもと、奉仕と

そして４点目は、ロータリーの目的の一つで

親睦を第一に各委員会との連携を計りながら

ある奉仕の理想で結ばれた職業人が、世界的ネ

の活動も考えております。例えば、ロータリー

ットワークを通じて国際理解、親善、平和を推

情報委員会と出席委員会、会員増強委員会と

進することを、今一度検証して実践につなげて

の連携で、炉辺会合においてロータリー活動

いくために、ロータリー財団、米山記念奨学会、

の楽しさ、出席することの意味や重要性を伝

そして特に旭川ロータリー育英財団への理解

え退会防止を計ること。出席委員会が各委員

と協力を推進すること。

会などと連携し、出席することへの意識向上

以上の４点を重点項目として、先人達が創

や、多くの人たちが手を取り合うことででき

り上げてきた当クラブの歴史と伝統を踏まえ

る可能性を引き出すことを目的に、出席率100

た奉仕理念の原点に立ち返り、より知識を深

％を目指す特別の例会日を設けてみてはどう

め、奉仕・親睦・多様性・高潔性、そして、リ

か、など。そして、職業奉仕、社会奉仕、国

ーダーシップという中核的価値を通じて、会

際奉仕とも協力しながら活動してまいります。

員一人ひとりがロータリー会員であることの

職業奉仕では、上用委員長のもと、ロータリ

恩恵を享受できることを何よりも大事にして、

ーの道徳的指標とされ私自身の職業奉仕や社

変化を生み出す行動や、未来につながる活動

会生活での指針でもあります「四つのテスト」

に取り組んだクラブ運営に務めてまいりたい

の唱和や、奉仕月間、職場訪問の実施。既に

と考えております。

職場訪問の企画も出されてきており、楽しみ

最後に、皆様方にお願いをさせていただき

にしているところでございます。

ます。

社会奉仕では、澤沼委員長のもと、私が何

１点目は、会員の皆様には是非、地区大会に

よりも大好きな防犯パトロールや、ゴミのポ

出席いただきたいと存じます。今年は帯広で

イ捨て禁止運動の参加のほか、更なる社会奉

９月28日（金）
・29日（土）の日程で、金曜日

仕活動の検討を進めてまいります。

２時発の貸切バスで、会員同士が楽しみなが

国際奉仕は、岸井委員長のもと、世界理解

ら地区大会に参加できます。私自身、大変意

と平和週間での、世界親善・平和に関するプ

義のあるものと考えておりますので、一度も

ログラムの提案などをしてまいりたいと考え

参加されていない方や転勤族の皆様にも、お

ております。

気軽に参加いただければと存じます。

２点目は例会運営の充実で、会員同士の親睦

また、８月24日（金）にガバナー公式訪問

と友情、更には奉仕の理念を共有してまいり

夜間例会がございます。より多くの皆様にご

ます。特にプログラムに関しましては、多様

出席をいただき、地区ガバナーに喜んでいた

なゲストスピーチ、会員の職業奉仕卓話、い

だきたいと考えておりますので、よろしくお
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願い申し上げます。

４．ロータリー財団、米山記念奨学会、旭川

以上、2018−19年度の会長方針とさせてい

ロータリー育英財団への理解と協力

ただきます。どうか、１年間よろしくお願い

クラブ奉仕は９つの委員会が共に協力して

申し上げます。

鎌田会長の活動方針を推進していく、その為

ありがとうございました。

には会員の皆さんのご協力が不可欠と考えて
おります。どうか今年度もご協力よろしくお
願い致します。

クラブ奉仕について

それでは、９つの委員会の活動方針を発表

クラブ奉仕担当 本田秀明 副会長

致します。
最初に「職業分類・会員選考委員会」です
が、現会員の職業分類が適正かどうかを確認
すると共に、充填・未充填分類表を作成します。
また、未充填職業については増強に努めます。
会員選考では、会員としての適正、人格や
評判が的確であるか、きちんと例会に出席で
きるか、等々、判断を致します。
次に「会員増強委員会」ですが、より良い
次代のクラブ活動が円滑にできるように会員

本年度、副会長、クラブ奉仕委員長を仰せ

の増加はもとより、現会員の退会防止、さら

つかりました本田です。

には会員相互の親睦を深め、魅力あるクラブ

この一年間、微力ではありますが、須藤幹事

への一助を担っていきます。具体的には、当

と共に鎌田会長をサポートしてまいりたいと

然ながら会員の増強、そして新会員へのフォ

考えておりますので、よろしくお願い致します。

ロー、入会候補者のリストアップ、退会防止

副会長と致しましては、会長不在の例会、理

等行ってまいります。

事会で会長代行を務める、とありますが、鎌田

「雑誌・広報委員会」は、ＲＩ会長、地区ガ

会長におかれましては、今年度の例会は総て出

バナー、そして鎌田会長の掲げた方針とロータ

席されるとのことでありますので、この点につ

リーに関する情報、知識の取得、理解を深め

いての私の出番はないものと考えております。

るために、「ロータリーの友」に関心を持って

さて、今年度、鎌田会長の活動方針は、Ｒ

いただけるよう、積極的に推奨していきます。

Ｉ会長、地区ガバナーの方針を受けて、「歴史

また、購読を通じ、世界中のロータリアンの活

と伝統を原点に、未来へつながる活動に取り

動を知り、奉仕の精神のさらなる理解を深め、

組む」をテーマに、先達が創り上げてきた当

クラブの活動の活性化を働きかけていきます。

クラブの歴史と伝統を踏まえた奉仕理念の原

「ロータリー情報委員会」は、ロータリーの

点に立ち返り、より知識を深め、親睦・高潔性・

歴史と伝統を理解していただく為に、年２回程

多様性・奉仕などを通じて、会員一人ひとりが、

度の炉辺会合を開催し、特に入会間もない会

ロータリー会員であることの恩恵を受けられ

員、また出席率の低い会員の方との親睦と交

ることを何よりも大事にして、変化を生み出

流を図り、情報と知識の提供を行います。また、

す行動や、未来につながる活動に取り組んで

年１回は全会員に案内をし、活動の道しるべと

いくとし、次の４つの方針を掲げております。

なるような会合を開催したく考えております。

１．クラブ、職業、社会、国際の各奉仕活動

「ＩＴ・会報委員会」は会報の発行とホーム

の充実と実践を図る

ページの運営を中心に例会や会員の情報を記

２．例会運営の充実で、会員同士の親睦と友情、
そして奉仕の理念を共有する

録することにより、会員同士の親睦と友情を
深め、また、ＳＮＳを活用し、クラブの活動

３．会員増強に努め、クラブの活性化を図る

を幅広く地域に伝え、会員増強にもつながる
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活動をしてまいります。

す。また、旭川クラブ創立100周年に向かって

「プログラム委員会」は会員の皆様にとって

資料の整理･保存を致します。

魅力的でかつ為になるプログラム構成とし、例

以上、各委員長さんの方針を参考にまとめ

会運営の充実に努めてまいります。プログラ

ましたが、内容に若干の相違の点がありまし

ムはゲストスピーチ、会員卓話、各種月間テ

たら、ご容赦願います。詳細につきましては、

ーマで構成し、詳細は

活動計画書にそれぞれ記載されておりますの

１．ゲストスピーチは会員の皆様に興味のあ

で是非、ご一読を願います。一年間、皆様の

る内容でお話いただく為に、幅広いジャン

ご協力をいただきながら、副会長、そしてク

ルの方々にお願いを致します。

ラブ奉仕委員長を努めてまいりたいと思いま

会員の皆様には是非幅広い人脈からのご推

すので、よろしくお願い致します。

薦をお願いします。
点鐘

２．会員卓話は多くの会員ならびに新入会員

会長

13：30

の方々に、それぞれの職業に関するテーマ
でお願いをします。

ゴ

ル

フ

同

好

会

３．各種月間テーマ
平成30年度

とありますが、会員の皆様にはプログラム

７月例会

７月８日（日）

の策定に特段のご協力をよろしくお願い致し

大雪山カントリークラブ 東コース 参加者12名

ます。

ＯＵＴスタート

「親睦活動委員会」は親睦を深める最適な場

浅井

傑・若井賢治・多田郁雄・工藤

信

所は毎週一回の例会であることを前提に、笑

生駒雅彦・岸井康祐・本間雅博・野崎和彦

顔と明るい挨拶をモットーに会員のみならず、

前田政克・仲山昭義・出口絢一・前田恵子

ゲスト、ビジターの方を温かくお迎えし、気

＊工藤信様はカード参加

持ちよく例会に出席いただくことを基本とい
たします。また、今年度も「年末家族親睦会」
・
「家族の夕べ」等、委員会の総力を挙げて記憶
に残る時間を企画・演出していきます。
「出席委員会」は、ロータリーに入会し、ま
ずしなければならないのが例会への出席であ
る、との考えの下、現在、会員増強の成果が上
がり喜ばしい状況が続いたところですが、先

順

位

氏

名

ＯＵＴ ＩＮ グロス ＨＤＣＰ NET

優

勝 工藤

信 42 45

87 15.6 71.4

準優勝 仲山

昭義 49 42

91 19.2 71.8

３

位 浅井

傑 48 48

96 22.8 73.2

４

位 前田

政克 46 52

98 24.0 74.0

５

位 生駒

雅彦 43 46

89 14.4 74.6

ベストグロス 工藤

信 42 45

87

＊カード参加の場合は優勝は無し（ベスグロはあり）

日多くの方々が退会されました。その一方で
は出席率の低下という残念な現実もあります。

ニアピン

アウト２番

多田郁雄

今年度、当委員会では入会時の新鮮な気持ちに

ニアピン

イン

16番

本間雅博

戻り、会員の個別フォローと同時に出席したく

ドラコン

アウト７番

仲山昭義

なる例会の在り方を考えていきます。具体的

ドラコン

イン

岸井康祐

には、会員個別の出席データの把握と、個人
別のフォローの実施、他の委員会との連携等々
となっております。
「沿革史編纂・史料保存委員会」はクラブの
歴史的資料の収集をし保存をします。クラブ奉
仕、クラブ幹事は資料の保存について、当委
員会と協力し、今年度、実施されたクラブ奉仕・
職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕のプロジェク
トの活動を記録し、最新のものにしていきま
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18番

